
第２３１１回例会報告議事録
日時　２５年１０月８日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	柏南ＲＣ	新田辰吉	会員、中山勲	会員
	 東京港南ＲＣ	薄井滋	会員
	 伊藤裕一様（千葉興銀天王台支店長）

　皆さんこんにちは、本日はメーキャップで柏東クラブから新田会員、中山会員
の２名と東京港南クラブから薄井会員が来られています。
そして千葉興銀の牧野支店長が交代と言う事で伊藤様が来られています。
　昨日は地区ゴルフ大会に出席された方々 は団体戦では２７クラブ中５位になられ
たそうで流石だなと思いましたお疲れ様でした。
　先週の理事会報告ですが、来週の１０分区の情報研究会の発表者を野田会員
と致しました。

　次に１１月２６日のガバナー公式訪問の前の週の１２日の日にクラブ協議会を開催いたします。
　そして今月末に社会奉仕活動として石巻に向かう為の交通費を社会活動費から充当することに決ま
りました。
来週は移動例会で分区の情報研究会のなっておりますので宜しくお願い致します。

米田会長会長挨拶

先日皆様にご案内いたしました観劇『ソングアンドダンス』が
公演中止となりました。本日例会終了後、親睦委員会で
再度検討をして又劇団四季の中から演目を変えてご案内します。
よろしくお願いします。

小池委員長親睦委員会報告

一昨日米山委員会の旅行へ行ってきました。
我孫子クラブの奨学生バトヤさんは実に元気で明るい方だと感心致しました。

柏東ＲＣ　新田会員様ご挨拶

先日の合同例会ではお世話になりました。
大変楽しかったです。

柏東ＲＣ　中山会員様ご挨拶

　現在自宅立て替えの為　我孫子ゴルフの近くに仮住まいです。
　自宅から歩いてゴルフ場に　というのが夢でしたので家族を説得しこちらにや
ってきました。来年3月位まではこちらにおりますので又、お邪魔したいと思います。

東京港南ＲＣ　薄井会員様ご挨拶

　皆さんこの1年9か月大変お世話になりありがとうございました。
　後任者のこともよろしくお願いいたします。

千葉興銀天王台支店　支店長　伊藤　裕一　様
　前勤務地の市原より参りました。
　初めての“ロータリークラブ”です。
　わからない事ばかりですがよろしくお願いいたします。

牧野会員より転勤のご挨拶

２２名出席（全員で２５名）　出席率８８％
又、来週は16日の第 10 分区合同例会及び情報研究会です。
午前11時 45 分より受付ですから、お間違いのない様ご注意ください。
会場はガーデンホテル柏です。よろしくお願いします。

塩毛委員長出席報告

29日は早朝より大変ですがよろしくお願いいたします。
着いてすぐにボランティアの案内で見て回ります。
そちらについては料金 2,000 円位です。
その後の案内は私の知人がしてくれますので料金は必要ありません。
初日は生鮮を扱う市場へ参ります。
2日目は三陸特産のわかめを扱う会社へ参ります。
普段小売りはしていないそうですが特別にしてくれます。
一袋 500 円だそうです。みなさんよろしくお願いいたします。

佐藤会員石巻視察について

石巻視察に行かれない方でわかめ等ほしい方は
事務局までご一報ください。事務局が取りまとめます。
よろしくお願いします。

荒井幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
薄井会員 本日は、お世話になります。 １,０００円　
志賀会員 地区大会記念ゴルフ大会で、家内が優勝しました。 １０,０００円　
鈴木会員 １０月第一例会、欠席しました。 １,０００円　

野田会員
昨日の地区大会記念ゴルフ大会で３５位で賞品を頂きまし
た。 １,０００円　

服部会員 地区大会記念ゴルフ大会で賞品を頂きました。 １,０００円　
牧野会員 永い間お世話になりました。 １,０００円　
地区大会記念

ゴルフ大会	反省会
参加者一同が、地区大会記念ゴルフ大会の大反省会を開い
た際の会費の残金です。 ５５０円　

当 日 計 １５,５００円　

今期累計 １３４,５５０円　

ニコニコＢＯＸ
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米 田 友 義
荒 井 光 一

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

かしわ・あびこ ふれあい百景
志賀直哉邸跡

Vol.４９　No.１４　平成２５年１０月２２日号

ロータリーの友事務局　ホームページwww.rotary-no-tomo.jp　メールはweb@rotary-no-tomo.jp

我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

　今日は学習塾についての話を・・・という事で卓話の要請がございました
のでお話をさせていただきます。
　本題に入る前に、そもそも卓話とはどういう意味なのか・・・
　5月から我孫子ロータリークラブに参加させていただいて、諸先輩方の卓
話を何回か拝聴いたしまして、なんとなく自分の仕事に関係した内容を話せ
ばよいのかな、という認識でいましたが、いざ卓話をまかされ話す以上、ど
ういう意味なのかを知らないといけないと思い、調べてみました。広辞苑（20

年前の第4版）には載っていませんでした。一昔前は何でも広辞苑を引けば調べがつきましたが、
今はネットの時代です。ネット検索で簡単に出てきました。「卓話」とは親睦会などといったイベ
ントの開催時間中にある参加者が他の参加者全員を前にして自分の意見を発表する事を意味す
る。主な場合、業界の事情に関して深く知党している者が担当するため、聴く者にとっては自分
の視野が広がり、人生において大きな糧となる事が期待されます。
　これは主にロータリークラブで用いられている言葉であり、各地のクラブが運営する各サイト
内でもロータリー用語の如く解説されています。しかし、ライオンズや他のところが行っているイ
ベント等でも「スピーチ」を意味する言葉としても使われている事があります。
　業界の事情に関して深く知党している・・・私の場合学習塾業界という事になります。
　皆さんは学習塾についてどんなイメージをお持ちでしょうか。塾なんてなかったとか、あっても
学校での授業風のイメージだと思います。
　最新の調査では全国の学習塾は40298 校、小・中・高校の数は 35475 校です。そのうち約
8割が個人塾でそのほとんどが零細企業という現状です。
　学習塾の形態としては集団授業、少人数制、個別指導、自習形式といった形態があります。
　私がこの仕事を始めて16 年、しだいに集団指導から少人数制、個別指導という流れになって
きていると思います。
　最近、塾のフランチャイズ化というものが、独自のノウハウを提供し全国に拡大しています。私
もこのフランチャイズに加盟しての教室運営を行っています。
　これを取り巻く環境として少子化、中高一貫校の増加により対象が減少しています。その一方
で通塾者の低学年化、家計から塾への出費額の上昇により拡大傾向か横ばい状況です。

『市場としては1兆円規模』
　そんな業界の中で私は【スクールIE】名でブランド展開をしているフランチャイズに加盟してお
ります。「やる気スイッチ」耳にされた事はございませんか？
　全国1000 教室、65000 生徒数、12 期連続二桁成長　という一大グループです。その中で 5
つの教室を運営しています。今は個別指導というだけでは他の塾との差別化はできませんので、
　個人の生活習慣や環境を把握し、個々の理解度をチェックし、個人個人に個別の教材を作る、
といった個別指導の中の個別指導を行っています。
　最初は何気に始めた仕事ですが、教育業界は将来の可能性ある子供たちの未来に関わる事
の出来る仕事です。この仕事を通じて微力ながらも一人でも多くの子供たちに関わる事が出来れ
ばと考えております。

木村会員卓話


